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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 14,210 △14.3 761 △44.1 509 △62.4 247 △71.2
21年3月期第2四半期 16,578 ― 1,363 ― 1,352 ― 858 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 39.25 ―
21年3月期第2四半期 136.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 40,684 15,306 37.6 2,429.04
21年3月期 42,936 15,421 35.9 2,447.33

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,306百万円 21年3月期  15,421百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 7.00 17.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,000 △0.3 1,500 141.2 1,000 116.3 450 114.7 71.41
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年８月７日に公表いたしました連結業績予想につきまして、本資料において修正しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際の業績は予想数値
と異なる結果となる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 6,302,200株 21年3月期  6,302,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  777株 21年3月期  777株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 6,301,423株 21年3月期第2四半期 6,301,453株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心としたアジアへの輸出が増加し、生産活動も回復

の兆しが見えるなど、景気の持ち直しの動きがみられました。その一方で、設備投資の減少、雇用情勢の厳しさは

変わらず、楽観視できない状況で推移しました。

　このような状況のもと、当社グループは引き続き半導体業界の低迷および世界的な需要不振への対応に努めまし

た。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は14,210,777千円（前年同期比14.3％減、2,367,869千円減）とな

りました。利益面については、京都第一工場は稼働を再開したものの、京都第二工場において依然生産調整を行っ

ているため、利益率は前年同期に比べて悪化し、営業利益は761,990千円（同44.1％減、601,542千円減）、経常利

益は509,147千円（同62.4％減、843,183千円減）、四半期純利益は247,366千円（同71.2％減、610,862千円減）と

なりました。

　

　当社グループの事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

　

（ライフサイエンス事業）

　ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が9,283,475千円（前年同期比0.6％減、56,615千

円減）、営業利益は813,860千円（同95.7％増、397,975千円増）となりました。

　ライフサイエンス事業においては、経済状況が厳しいなか、国内における主力製商品の販売が拡大したことが影

響し、ほぼ横ばいとなりました。利益面については、前年同期において影響を受けた原材料価格の高騰が一旦落ち

着いたため、営業利益は大幅な増加となりました。

　

（電子材料および機能性化学品事業）

　電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が4,890,500千円（前年同期比31.8％減、

2,276,914千円減）、営業利益は316,190千円（同78.9％減、1,185,779千円減）となりました。

　電子材料事業については、半導体業界の低迷の影響を受けて業績が悪化しました。機能性化学品事業については、

世界的な需要不振の影響で欧米地域に対する輸出販売が大幅に減少しました。しかし、当期に入り在庫調整は一巡

し、電子材料および機能性化学品事業においても底入れの兆しが見え始めました。

　利益面に関しては、京都第一工場については生産を再開したものの、売上の減少に加え、京都第二工場において

生産調整を行っているため、営業利益は大幅な減少となりました。しかし、京都第二工場については第３四半期連

結会計期間より生産を再開するなど事業環境は徐々に回復傾向にあり、第１四半期連結累計期間における営業損失

が黒字に転換しました。

　

（その他の事業）

　その他の事業の業績は、外部顧客に対する売上高が36,801千円（前年同期比48.3％減、34,340千円減）、営業利

益は3,032千円（前年同期は2,188千円の営業損失）となりました。

　

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

　

（日本）

　外部顧客に対する売上高は12,388,697千円（前年同期比10.0％減、1,371,757千円減）、営業利益は847,097千円

（同52.8％減、948,597千円減）となりました。

　前連結会計年度において半導体業界が低迷し、世界的な需要不振が当セグメントの各事業の輸出販売に影響を及

ぼしましたが、その状況からの立ち直りを実感するには至りませんでした。この結果、売上、利益ともに減少しま

した。

　

（アジア）

　外部顧客に対する売上高は578,779千円（前年同期比38.0％減、355,271千円減）、営業利益は198,734千円（同

802.8％増、176,720千円増）となりました。

　売上高は減収となったものの、利益面では、前年同期において影響を受けた原材料価格の高騰が一旦落ち着いた

ため、営業利益は大幅な増加となりました。
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（アメリカ）

　外部顧客に対する売上高は1,243,300千円（前年同期比34.0％減、640,841千円減）、営業利益は74,554千円（同

27.8％減、28,664千円減）となりました。

　前連結会計年度より続く米国内の景気低迷が長引いており、この結果、売上、利益ともに減少しました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,251,830千円減少し、40,684,389千円となり

ました。これは主に、生産調整によるたな卸資産の減少2,125,403千円、設備投資抑制による有形固定資産の減少

952,055千円が大きかったことによるものです。

　負債については、前連結会計年度末に比べ2,136,556千円減少し、25,377,953千円となりました。これは主に、退

職者に対する退職金の支払および借入金の返済によるものです。

　純資産については、前連結会計年度末に比べ115,274千円減少し、15,306,435千円となりました。これは主に、円

高による為替換算調整勘定の減少によるものです。

　キャッシュ・フローの状況については、長期借入れによる収入およびたな卸資産の減少による資金の増加を、有

形固定資産の取得および借入金の返済等に充てた結果、現金及び現金同等物の残高が前連結会計年度末に比べ202,382

千円増加し、6,469,085千円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年８月７日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成22年３月期（平成21年４月１日～平成

22年３月31日）の第２四半期連結累計期間および通期における連結・個別業績予想を公表いたしました。

　その後の事業活動の結果に加え、第２四半期累計期間における実績および当社が現時点において入手可能な情報

に基づく業界の動向を勘案した結果、通期における連結業績予想を以下のように修正しました。

　なお、詳細につきましては、本日平成21年11月６日付にて公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。

 

【平成22年３月期通期　連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）】

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 29,000 600 200 50 7.93

今回修正予想（Ｂ） 30,000 1,500 1,000 450 71.41

増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 900 800 400 －

増減率（％） 3.4 150.0 400.0 800.0 －

前期実績

（平成21年３月期）
30,077 621 462 209 33.26

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

簡便な会計処理

（棚卸資産の評価方法）

　棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっています。

（法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法）

　繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等または一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニ

ングを利用する方法によっています。
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四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

ます。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,469,085 6,266,702

受取手形及び売掛金 7,282,778 6,281,539

商品及び製品 5,077,268 6,912,196

仕掛品 312,980 306,978

原材料及び貯蔵品 939,293 1,235,770

繰延税金資産 627,160 552,478

その他 413,054 638,505

貸倒引当金 △8,137 △12,225

流動資産合計 21,113,483 22,181,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,573,116 7,668,587

機械装置及び運搬具（純額） 4,589,729 5,256,771

土地 2,482,400 2,491,365

建設仮勘定 93,696 208,877

その他（純額） 534,502 599,898

有形固定資産合計 15,273,444 16,225,500

無形固定資産   

のれん 544,611 631,080

その他 605,362 656,907

無形固定資産合計 1,149,973 1,287,987

投資その他の資産   

投資有価証券 680,380 559,887

長期前払費用 1,151,791 1,294,543

繰延税金資産 855,637 959,357

その他 534,681 510,562

貸倒引当金 △75,005 △83,565

投資その他の資産合計 3,147,486 3,240,786

固定資産合計 19,570,905 20,754,274

資産合計 40,684,389 42,936,220
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,643,721 1,620,994

短期借入金 5,639,898 5,933,398

未払金 809,579 2,065,274

未払法人税等 261,218 －

賞与引当金 320,400 288,328

役員賞与引当金 25,000 －

その他 827,127 625,304

流動負債合計 9,526,944 10,533,301

固定負債   

長期借入金 13,750,650 14,832,349

退職給付引当金 933,524 908,974

役員退職慰労引当金 － 1,207,296

長期未払金 1,166,834 29,523

その他 － 3,064

固定負債合計 15,851,009 16,981,209

負債合計 25,377,953 27,514,510

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367

資本剰余金 1,667,042 1,667,042

利益剰余金 12,617,230 12,413,974

自己株式 △2,026 △2,026

株主資本合計 15,462,613 15,259,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 217,020 143,571

為替換算調整勘定 △373,198 18,763

評価・換算差額等合計 △156,178 162,334

少数株主持分 － 18

純資産合計 15,306,435 15,421,709

負債純資産合計 40,684,389 42,936,220
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,578,647 14,210,777

売上原価 11,705,124 9,755,660

売上総利益 4,873,522 4,455,116

販売費及び一般管理費 3,509,989 3,693,125

営業利益 1,363,533 761,990

営業外収益   

受取利息 8,040 2,653

受取配当金 8,718 8,266

受取手数料 － 7,739

為替差益 56,554 －

持分法による投資利益 8,034 －

法人税等還付加算金 － 10,640

その他 36,268 17,659

営業外収益合計 117,617 46,958

営業外費用   

支払利息 123,052 153,313

為替差損 － 143,281

その他 5,766 3,206

営業外費用合計 128,819 299,801

経常利益 1,352,331 509,147

特別利益   

固定資産売却益 － 1,378

投資有価証券売却益 0 73

会員権売却益 － 2,000

貸倒引当金戻入額 － 3,740

補助金収入 14,100 －

特別利益合計 14,100 7,192

特別損失   

固定資産売却損 8,054 554

固定資産除却損 59,804 34,399

投資有価証券評価損 2,881 1,366

減損損失 － 28,626

特別損失合計 70,740 64,947

税金等調整前四半期純利益 1,295,691 451,393

法人税、住民税及び事業税 546,021 226,044

法人税等調整額 △108,559 △21,999

法人税等合計 437,462 204,045

少数株主損失（△） － △18

四半期純利益 858,229 247,366
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,295,691 451,393

減価償却費 1,176,356 1,223,784

減損損失 － 28,626

のれん償却額 37,506 77,914

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,636 △4,469

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,021 32,071

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,930 25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,936 24,549

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 42,514 △1,207,296

受取利息及び受取配当金 △16,759 △10,919

支払利息 123,052 153,313

為替差損益（△は益） △101,336 126,071

持分法による投資損益（△は益） △8,034 －

有形固定資産売却損益（△は益） 8,054 △824

有形固定資産除却損 59,804 34,399

会員権売却損益（△は益） － △2,000

投資有価証券評価損益（△は益） 2,881 1,366

売上債権の増減額（△は増加） 255,090 △1,077,395

たな卸資産の増減額（△は増加） △924,220 2,009,517

未収入金の増減額（△は増加） △73,840 13,483

仕入債務の増減額（△は減少） 462,361 63,895

未払費用の増減額（△は減少） 64,069 52,620

未収消費税等の増減額（△は増加） 108,090 39,439

未払消費税等の増減額（△は減少） 91,030 151,317

長期未払金の増減額（△は減少） － 1,137,311

その他 △768,879 △376,812

小計 1,857,225 2,966,359

利息及び配当金の受取額 16,759 10,919

利息の支払額 △123,052 △152,907

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △575,874 175,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,175,057 2,999,724

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,172,197 △1,201,429

有形固定資産の売却による収入 45 3,263

無形固定資産の取得による支出 △58,717 △17,304

投資有価証券の取得による支出 △2,216 △3,118

投資有価証券の売却による収入 1 132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△656,282 －

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる収入

－ 24,081

長期貸付金の回収による収入 310 －

その他 7,439 △46,842

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,881,618 △1,241,217
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 160,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 4,700,000 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △1,122,350 △1,824,560

自己株式の取得による支出 △94 －

配当金の支払額 △126,029 △44,098

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,611,526 △1,418,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 79,039 △137,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,984,004 202,382

現金及び現金同等物の期首残高 3,300,511 6,266,702

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,284,516 6,469,085
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 9,340,090 7,167,414 71,142 16,578,647 － 16,578,647

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 24,028 24,028 (24,028) －

計 9,340,090 7,167,414 95,170 16,602,675 (24,028) 16,578,647

営業利益 415,885 1,501,970 △2,188 1,915,666 (552,133) 1,363,533

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 9,283,475 4,890,500 36,801 14,210,777 － 14,210,777

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 5,616 5,616 (5,616) －

計 9,283,475 4,890,500 42,418 14,216,393 (5,616) 14,210,777

営業利益 813,860 316,190 3,032 1,133,084 (371,093) 761,990

（注）１．上記事業は、製品および商品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性等を勘案して区分しています。

２．各事業の主要な製品および商品等

(1）ライフサイエンス事業………………リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸

(2）電子材料および機能性化学品事業…超高純度コロイダルシリカ、樹脂添加剤、医薬品原料、写真薬原料

(3）その他の事業…………………………上記の事業分野に該当しない化成品等

３．前第３四半期連結会計期間において、電子材料事業への展開を目的として青島扶桑第二精製加工有限公司の

社名を扶桑化学（青島）有限公司に変更し、増資を行いました。これに伴い事業内容が変わったため、当公

司の事業の種類別セグメントを「ライフサイエンス事業」から「電子材料および機能性化学品事業」に変更

しました。
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〔所在地別セグメント情報〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 13,760,454 934,050 1,884,141 16,578,647 － 16,578,647

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
320,811 2,289,229 164,524 2,774,564 (2,774,564) －

計 14,081,265 3,223,279 2,048,665 19,353,211 (2,774,564) 16,578,647

営業利益 1,795,694 22,014 103,219 1,920,928 (557,395) 1,363,533

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 12,388,697 578,779 1,243,300 14,210,777 － 14,210,777

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
223,322 1,805,598 124,290 2,153,212 (2,153,212) －

計 12,612,019 2,384,377 1,367,591 16,363,989 (2,153,212) 14,210,777

営業利益 847,097 198,734 74,554 1,120,387 (358,396) 761,990

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおりです。

アジア：中国、タイ

〔海外売上高〕

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 760,934 3,087,811 1,960,064 98,475 5,907,286

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 16,578,647

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
4.6 18.6 11.8 0.6 35.6

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 259,232 2,277,464 1,346,763 76,216 3,959,676

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 14,210,777

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
1.8 16.0 9.5 0.5 27.9

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおりです。

ヨーロッパ：イタリア、フランス、イギリス

北米：アメリカ

アジア：中国、台湾、韓国

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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